2.

活動記録

ねり☆エコは活動方針に基づき、区民・事業者・練馬区等の会員
相互の連携協力の場づくりを積極的に進めながら、区民および事業
者に対する普及啓発に取り組んできました。
多世代にわたり地球温暖化対策を身近に感じてもらうためどの
ようなアプローチが必要か、会員と議論を重ね、様々な事業を展開
してきました。その活動記録をご紹介します。
■連携協力の場づくり
各種イベントの開催・出展
－ねりまエコスタイルフェア
－省エネライフ
－スタート！エコライフ
調査・区民支援事業
－調査事業
－区民支援事業

■区民および事業者に対する普及啓発
講演会・講習会の開催
－区民向け講演会
－事業者向け講習会
青少年向け啓発事業
－こどもエコ・コンクール
－地球温暖化防止月間講演会
－ねりねこ☆彡・ねりこんｖｖがゆく
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1 各種イベントの開催・出展
ねりまエコスタイルフェア

「環境に配慮したライフスタイル」をテーマに、日常
生活における節電・省エネ・省資源につながる展示、
体験、トラックステージなどを、練馬まつりと同時開催
しています。環境に関する団体が一堂に会し大勢の来場
客でにぎわう、ねり☆エコを代表する一大イベントです。
会場は、平成 23 年から 25 年までは「南町小学校」で、
平成 26 年からは「としまえん 」で実施しました。
※平成 22 年１０月 17 日（日）環境リサイクルフェアに参加

第1回

省エネ、
省資源
進めよう！ 節電、

場

案

内

の
復興支援
です
野菜販売

練馬で“節電・省エネ・省資源”に取
り組んでいるいろいろな団体が、
楽しく発表するよ。鉄道やバス、ト
ラックの会社の環境への取り組み
も紹介され、電気自動車の展示も！

リサイクルゾーン

ごみの分別や資源・リサイク
ルのことが学べる。紙パック
10 枚とトイレットペーパーを
交換できたり、スケルトン清
掃車も展示されてるぞ！

鍋帽子は
エコですよ～

体育館

ゾーン

東日本大震災の復興支援につな
がる直売会や省エネに役立つ製
品の展示。工業高校の環境活動
を紹介。特設コーナーでは、楽
しい乗り物にも乗れるよ！

正門

環境

本 部 ゾーン

スタンプ
ラリーに
参加して
みよう！

案内所

3 人乗り自転車
試乗できます

ゾーン

企 画 ゾーン

東日本大震災のパネル展示や、
起震車の揺れを体験して、地
震への備えについて、みんな
で考えよう。

リサイクル ゾーン
スケルトン清掃車

環 境 ゾーン

会場を４つのゾーンにわけ、環境やリサイクル、東日本大震災関連
の展示、ステージ出演を行いました。また、イベント開催にお
いて排出される二酸化炭素量を測定し、カーボン・オフセット※を
実施しました。

牛乳パック 10 枚で
トイレットペーパー
1 個と交換。
〈先着 300 個限り〉

ル家具の
リサイク
抽選会に
ゃおう！
参加しち

本部

平成 23 年 10 月 16 日（日）
出展：32 団体 来場者：15,000 名

会

午前は自転車の試乗、
午後は高校生が作った
手作りバッテリーカー！

リサイクル家具の受付は
10時～13時まで。
先着1,000名（中学生以上）
抽選会はミニステージで
14時から。

特設コーナー

企 画 ゾーン

南門

起震車

運転席に
座れるか
も！

被災地支援の
報告もあるね

ミニステージ
楽しい曲♪

れを
地震の揺
ますよ～
体感でき

電気自動車
※イラストはイメージです。

※日常生活や経済活動において排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、
排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方のこと

第2回
平成 24 年 10 月 21 日（日）
出展：21 団体 来場者：16,000 名

毎年、東 京都トラック協会練馬
支 部 のご厚意 で、 会 場に４ｔト
ラックを利用したステージを設
置しています。

ねり☆エコマスコットキャラクター「ねりねこ☆彡・ねりこん vv」の
お披露目を行いました。また、おもしろ自転車や手作り電気自動車
の試乗では子どもたちの長い行列ができました。

再利用家具の抽選会

おもしろ自転車等の試乗

エコランカー

ねり☆エコスタンプラリー

第3回
平成 25 年 10 月 20 日（日）
出展：21 団体
土砂降りの雨でしたが、
「進めよう！未来のためにできること」を
テーマに、水素を使った燃料電池自動車、窓ガラス交換による
断熱、
「エコラン全国大会」に出場したエコランカーなど、環境・
経済・エネルギーの分野で、展示・実演しました。

第4回

（東京都立練馬工業高校ブース）

※悪天候のためリサイクル家具の抽選と牛乳パック交換を除き時間を繰り上げて終了

平成 26 年 10 月 19 日（日）
出展：22 団体 来場者：33,000 名
当日リーフレット配布：6,000 枚 アンケート回収：1,383 枚
会場をとしまえんに移して初の開催。どのブースも人が絶えない
賑わいとなりました。トラックステージでは「愛・地球博」公式キャ
ラクターのモリゾーとキッコロも登場しました。
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eco キャラクター⼤集合

第5回
平成 27 年 10 月 18 日（日）
出展：18 団体 来場者：32,000 名
当日リーフレット配布：5,600 枚
ねり☆エコクイズ参加者：1,404 名
展示コーナーでは燃料電池自動車「MIRAI」が初登場。各ブース
では、紙すき手作りはがき体験、資源分別クイズを、ステージで
はエコ・コンクールの発表式などを行いました。

告 知 ポ スターは、 西武 鉄
道や西武 バ スにご 協力い
ただき、 区 内の主 要 駅 構
内やバス車内に掲示してい
ます。

MIRAI のお披露目

こどもエコ・コンクール
発表式

第6回
平成 28 年 10 月 16 日（日）
出展：17 団体 来場者：35,000 名
当日リーフレット配布：5,600 枚
ねり☆エコクイズ参加者：1,562 名
練⾺区が導⼊した２台目の燃料電池⾃動⾞「クラリティ」からミニ
ステージで使⽤する電力を供給。また初の試みとして、エコや
環境をテーマにした落語を開催しました。

東京都自転車商協同組合 ねりま・ごみフォーラム
トラックステージ
にて開催

第7回
平成 29 年 10 月 15 日（日）
出展：20 団体 来場者：12,500 名（雨天開催）
当日リーフレット配布：4,800 枚
ねり☆エコスタンプラリー参加者：774 名
練馬区独立 70 周年記念企画として、環境写真展「今とむかしの
ちがい」などを開催しました。

環境写真展（ねり☆エコ）

第8回
平成 30 年 10 月 21 日（日）
出展：25 団体 来場者：35,000 名
当日リーフレット配布：7,540 枚
ねり☆エコスタンプラリー参加者：2,175 名
スタンプラリー「エコキャラを探せ！」を実施しました。４つの
スタンプを集めながら、大勢のお客さんが各ブースを訪れま
した。

関東電気保安協会

東京環境保全協会

第9回
令和元年 10 月 20 日（日）
出展：25 団体 来場者：35,300 名
当日リーフレット配布：7,000 枚
ねり☆エコクイズラリー参加者：2,546 名
クイズラリーは、地球温暖化と省エネに関するクイズ３問を
出題。会場内を回遊するように設置されたクイズとヒントを読み
込みながら、各ブースを巡るお客さんで賑わいました。

ねり☆エコクイズラリー
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（平成 23 〜 25 年度）
省エネルギー月間行事「省エネライフ」

地球温暖化に興味のない方でも、自分の身近な問題である事に気づいてもらえれば、それは
「他人事」ではなく「自分にも関係のあること」に変化します。
省エネルギー月間行事では、自分の身近なことを題材に、快適な住まいづくりの提案や家庭で
始められる楽しいエコライフに関する情報などを展示・紹介するイベントです。練馬区役所１階
アトリウムを会場に、ねり☆エコ会員団体や区内事業者がブースを出展し、区役所の来庁者へ様々
な取り組みや提案を紹介しました。

省エネライフ 2012
平成 24 年 2 月 16 日（木）～ 19 日（日）
出展団体：8 団体
東京商工会議所練馬支部［内田工務店］／東京商工会議所練馬支部［町田硝子店］
／㈳ 練馬産業連合会［㈱光波］／積水ハウス㈱／東京ガス㈱／練馬区／練馬区
しんきん協議会／ねり☆エコ

来場者：1,600 名

東京商工会議所

東京ガス（株）ブース

練馬支部ブース

省エネライフ 2013
平成 25 年 2 月 6 日（水）～ 8 日（金）
出展団体：6 団体
東京都板硝子商工協同組合練馬支部／㈱光波［㈳ 練馬産業連合会］／練馬区／
東京ガス㈱北部支店／ねり☆エコ／（公社）練馬東法人会［㈱TAKEUCHI］

来場者：700 名

東京都板硝子商工協同組合 「昼さがりの省エネセミナー」
練馬支部ブース

（ねり☆エコ）

省エネライフ 2014
平成 26 年 2 月 12 日（水）～ 14 日（金）
出展団体：10 団体
大和ハウス工業㈱／東京ガス㈱北部支店／東京都板硝子商工協同組合練馬支部／
（公社）練馬東法人会［㈱ TAKEUCHI ］／ねりまエコ・アドバイザー協議会／ねりま・
ごみフォーラム／ねり☆エコ／練馬区／（公財）練馬区環境まちづくり公社／㈳ 練馬
産業連合会［ ㈱ 光波 ］

来場者：500 名

（社）練馬産業連合会ブース 日本女子大学大塚研究室
協力による特集「体と心と
地 球に優しいファション」
を同時開催

（平成 23 〜 26 年度）
環境月間行事「環境月間展示」

区が主催する環境月間展示に参加し、練馬区役所 1 階アトリウムにて、パネルの展示などを
行いました。
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（平成 27 年度〜）
環境月間行事「スタート！エコライフ」

練馬区役所本庁舎１階アトリウムを会場に、ねり☆エコ会員団体が中心と

なり、エコな住宅設備紹介、家庭から始められる楽しいエコライフ、電気
自動車のデモンストレーションなどのブースを出展しています。

スタート！エコライフ 2015

平成 27 年 6 月 3 日（水）～ 5 日（金）
出展団体：12 団体

燃料電池自動車
「MIRAI」体験試乗会

東京ガス㈱北部支店／（公社）練馬東法人会［㈱ TAKEUCHI］／東京都板硝子商工協同
組合練馬支部／（一社）練馬産業連合会［㈱光波］／㈱ AOKI ／ねりまエコ・アドバイザー
協議会／練馬区環境課・南田中図書館／練馬区みどり推進課／ねり☆エコ／（公財）練馬区
環境まちづくり公社 資源循環センター／練馬区立リサイクルセンター（関町・春日町・豊玉）／
練馬区清掃リサイクル課

スタート！エコライフ 2016
平成 28 年 6 月 6 日（月）～ 8 日（水）
出展団体：9 団体

ねりまエコ・アドバイザー
協議会ブース

ねりまエコ・アドバイザー協議会／（一財）関東電気保安協会／練馬区環境課・南田中図書館／
練馬区みどり推進課／練馬区清掃リサイクル課／ねり☆エコ／（公財）練馬区環境まちづくり公社
資源循環センター／東京ガス㈱北部支店／練馬区立リサイクルセンター（関町・春日町・豊玉）

スタート！エコライフ 2017
平成 29 年 6 月 5 日（月）～ 7 日（水）
出展団体：12 団体

電気自動車の電力で家電製品
を動かすデモンストレーション
（練馬区環境課）

練馬区環境課／練馬区環境課・南田中図書館／ねりまエコ・アドバイザー協議会／（一財）
関東電気保安協会／練馬区立リサイクルセンター（関町・春日町・豊玉・大泉）／ねり☆エコ／
東京電力パワーグリッド㈱荻窪支社／練馬区清掃リサイクル課・清掃事務所／練馬区清掃
リサイクル課／東京ガス㈱北部支店／練馬区資源循環センター／練馬区みどり推進課

スタート！エコライフ 2018
平成 30 年 6 月 4 日（月）～ 6 日（水）
出展団体：12 団体／スタンプラリー参加：499 名

練馬区環境課・南田中
図書館ブース

練馬区環境課／練馬区環境課・南田中図書館／ねりまエコ・アドバイザー協議会／東京ガス
㈱北部支店／ねり☆エコ／東京電力パワーグリッド㈱荻窪支社／（一財）関東電気保安協会
／練馬区みどり推進課／清掃事務所（練馬・石神井）／練馬区清掃リサイクル課／練馬区立
リサイクルセンター（関町・春日町・豊玉・大泉）／練馬区資源循環センター

スタート！エコライフ 2019
令和元年 6 月３日（月）～５日（水）
出展団体：12 団体／スタンプラリー参加：362 名
練馬区環境課／練馬区環境課・南田中図書館／ねりまエコ・アドバイザー協議会／東京電力
パワーグリッド㈱荻窪支社／清掃事務所（練馬・石神井）／練馬区清掃リサイクル課／東京
ガス㈱北部支店／ねり☆エコ／練馬区立リサイクルセンター（関町・春日町・豊玉・大泉）／
（一財）関東電気保安協会／練馬区資源循環センター／練馬区みどり推進課
ねり☆エコブース

東京電力パワーグリッドブース
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2 講演会・講習会の開催
区民向け講演会

練馬区内から排出される温室効果ガス（二酸化炭素）のうち、半分以上は家庭部門からの排出
です。1 人ひとりのアクションは小さくても、７４万人を超える区民がみんなで行えば、その効果は
大きなものになるでしょう。
ねり☆エコでは、地球温暖化の現状と課題、その対応策、その時々のホットなテーマや最新の
知見について、その道のエキスパートからお話を伺う講演会・講習会を毎年開催し、10 年間で 19
回・延 1,700 人近い方にご参加いただきました。
1 人でも多くの区民に地球温暖化対策への関心を持ってもらい、出来ることから実践してもらい
たいと考えています。

平成22年度
設立記念講演会

「未来の地球のためにできること～天気でエコライフ」

6 月 5 日（土）
講師：小越久美（気象予報士）
参加者：95 名

ストップ！地球温暖化講演会

「地球温暖化～迫りくる危機と私たちの行動」

12 月 4 日（土）
講師：江守正多（独立行政法人国立環境研究所）
事例発表：東京第一友の会（練馬方面）
「家庭で楽しく 省エネの工夫」
根津育英会「学園エコキャンパス」
練馬区環境課「エコライフチェック」
参加者：75 名

ねり☆エコの設 立を記 念して、
近年都市部の雨が増加している
ことや、天気にあわせたエコな
取り組みの方法を紹介していただ
きました。

20 ～ 21 世 紀 の
降 水 量・海 面 水
位 変 化 の シミュ
レーションを上映
しながら講演して
いただきました。
また、3 団体より
練馬区内の取組事例を発表していただきました。

平成23年度
環境講演会

「家庭でできる節電」

6 月 13 日（月）
講師：喜納愛子
（東京都地球温暖化防止活動推進センター）
参加者：94 名

16

東日本大震災後の 15％節電目標
を受けて、家庭での電気使用量
の実態、ピーク時の消費電力を
抑える方法、効率的な電気器具
の使い方についてお話していただ
きました。

区民向け講演会

「住宅の省エネ」

2 月 19 日（日）
講師：山田清（一級建築士）
富山貴司（日本板硝子ビルディングプロダクツ株式会社）
堤千春（エコ窓普及促進会）
参加者：72 名

二重サッシ、ペアガラス、ＬＥＤ
照明、スマートハウスなど、省エ
ネ住宅の現状や課題、最新情報
を事例とともにお話していただき
ました。

平成24年度
環境月間講演会

「省エネ・創エネ・スマートライフ」

6 月 7 日（木）
講師：豊島俊彦（東京都地球温暖化防止活動推進センター）
参加者：53 名

LED 電球の実演

省エネルギー月間講演会

「ここまで進んだ！暮らしとエネルギーの関係」

2 月 5 日（火）
講師：中上英俊
（株式会社住環境計画研究所）
参加者：47 名

無 理なく長 続きする節電 方
法、太陽光発電をはじめとす
る創エネ機器導入のメリット、
余剰電力買い取り制度、東京
都や練馬区の補助制度につい
て紹介していただきました。

省エネルギー法の改正や
トップランナー制度の説
明、国内外の比較データ
を用いた省エネ改修や太
陽熱の利用についてお話
していただきました。

平成25年度
環境月間講演会

熱 帯 夜と猛暑日の増加、
豪雨や台風の被害、桜や
紅 葉の時 期の変 化など、
最近の天気の傾向を話題
に、地球温暖化について
お話していただきました。

「ちょっと変かな？最近の天気

～天気の達人があなたに語る～」

6 月 4 日（火）
講師：天達武史（気象予報士）
参加者：120 名

省エネルギー月間講演会

快適でおしゃれなウォームビズを
テーマに、衣服のデザイン、素材
の風合いや機能性、消臭・抗菌
効果について、ねり☆エコ会員が
モデルとなり、着こなし例の実演
とともに解説していただきました。

「体と心と地球に優しいファッション
～四季おりおりの賢い着こなし～」

2 月 11 日（火・祝）
講師：大塚美智子（日本女子大学）
参加者：63 名
７通りの着こなし例を実演

17

平成26年度
環境月間講演会

第一部は IPCC の最新報告、
地球温暖化・気候変動の現
状について、第二部は世界の
異常気象や、エルニーニョ現
象が温暖化とどう関係してい
るのかについてお話していた
だきました。

「地球温暖化の影響で変わりゆく環境と私たちのくらし」

6 月 4 日（水）
講師：藤野純一（国立環境研究所）
藤森涼子（気象予報士）
沼田美穂（環境カウンセラー）
参加者：126 名
省エネルギー月間行事

講演・見学会「進化するエコカーとエネルギーの未来」

2 月 8 日（日）
講師：山本修己（一般社団法人次世代自動車振興センター）
見学：バイオディーゼル燃料精製機、練馬水素ステーションと
練馬エコステーション、電気自動車充電スタンド
参加者：31 組 40 名

水素を燃料とする
燃料電池自動車、
電気自動車、プラ
グインハイブリッ
ド車などの普及に
よって未来の交通
がどう変わるかお話していただきました。その後
練馬水素ステーションなどを見学しました。

平成27年度
環境月間講演会

「岩谷さんのお天気講座

－異常気象から暮らしを守ろう－」

6 月 5 日（金）
講師：岩谷忠幸（気象予報士、防災士）
参加者：72 名

国内で発生した豪雨、竜巻、台風
による災害 発 生 前 後 の 状 況や
被害について報告していただき
ました。そして、それらに備える
「適応策」や地球温暖化への「緩
和策」についてお話していただき
ました。

省エネルギー月間講演会

「何が変わるの？電力自由化」

2 月 7 日（日）
講師：新川達也（経済産業省電力取引監視等委員会）
『電力小売の全面自由化について』
沼田美穂（環境カウンセラー）
『家庭のエネルギーを考えるきっかけにしたい自由化』
東京電力株式会社、東京ガス株式会社、
株式会社ジェイコム東京
『新メニュー・サービス内容について』
参加者：218 組 249 名
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4 月から始まった「電力の小売全面自由化」を受けてサー
ビスや契約プランがどのように変わるのか解説していた
だきました。また、小売電気事業者を選ぶ際のポイント
を教えていただきました。

平成28年度
環境月間講演会

｢地球温暖化対策の最前線と私たちのくらし｣

6 月 5 日（日）
講師：高村ゆかり（名古屋大学大学院）
『地球温暖化対策の国際的動向
- パリ協定の採択がもたらすもの -』
河野博子（読売新聞）
『日本の温暖化対策 - 課題と展望 -』
参加者：73 名
省エネルギー月間講演会

「進むエネルギー改革 何を選び どう使う」

2 月 12 日（日）
講師：巻口守男（エネチェンジ株式会社、消費生活アドバイザー）
『進むエネルギー改革 何を選びどう使う』
大島京子（消費生活アドバイザー）
『賢く使って、地球にも家計にもやさしい生活』
参加者：60 名

第一部は国際環境法学の
第一人者で COP21 に参加
された方をお迎えし、パリ
協定合意の経 緯や今後の
見通しについて、第二部は
記者の視点から温室効果
ガス削減の現 状、COOL
CHOICE についてお話し
ていただきました。

エネルギーの自由化が
始まり一年。電力自由
化の現状や課題を知る
とともに、自分のライ
フスタイルにあうプラ
ンの選び方、かしこい
使い方について、消費
生活アドバイザーより
教えていただきました。

平成29年度
環境月間講演会

「何が変わったの？太陽光発電の最新情報 !!」

6 月 4 日（日）
講師：井上康美（一般社団法人太陽光発電協会 [JPEA]）
『何が変わったの？太陽光発電の最新情報 !!』
練馬区環境課
『練馬区の取り組み・補助金等について』
参加者：70 名

省エネルギー月間講演会

「持続可能な社会に向けた私たちの暮らし方」

2 月 4 日（日）
講師：田中丈夫（前 公益財団法人 東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会）
『持続可能性に配慮した東京オリンピック・
パラリンピックについて』
崎田裕子（ジャーナリスト・環境カウンセラー）
『持続可能な社会を実現する東京 2020 の
レガシーと私たちの暮らし』
参加者：93 名

第一部は太陽光発電
の導入や安定して稼働
させるためのアドバイ
スをいただきました。
第二部では再生可能
エネルギーや省エネル
ギー設備の設置・改修
費 用への補 助制度に
ついて紹介しました。

東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピックをテーマに、第
一部は必要な物品やサービ
スを調達する「調達コード」
の基準や持続可能な開発目
標（SDGs）について、第
二部はロンドンやリオデジャ
ネイロ大会の視察から東京
大会のあり方についてお話していただきました。
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平成30年度
環境月間講演会

「どう向き合う？地球温暖化」

６月３日（日）
講師：室山哲也（NHK 解説委員）
参加者：108 名

省エネルギー月間講演会

「私たちが直面する 2 つの気候変化

～地球温暖化とヒートアイランド～」

２月３日（日）
講師：高橋日出男（首都大学東京大学院）
参加者：101 名

地球温暖化対策は「地球益と国
益のバランスをとることが重要」
として、温暖化対策と経済、そし
てアメリカのパリ協定離脱表明な
ど最新のトピックを交えて、多角
的に解説していただきました。

都市の豪雨に研究者の目が向け
られるきっかけとなった 1999 年
のいわゆる「練馬豪雨」や 2018
年の猛暑など都市気候の特徴につ
いて、気象観測データに基づき、
科学的側面から解説していただきま
した。

令和元年度
環境月間講演会

「自分でできるＣＯ² の削減 ～私たちの生活と
地球温暖化の関係」

6 月２日（日）
講師：金森有子（国立環境研究所）
参加者：80 名

環境野外講座

「地球と自然の大切さを学ぼう」

11 月 10 日 ( 日 )
講師：前杉昌枝 氏
（富良野自然塾東京校インストラクター）ほか
参加者：94 名（子ども 55 名 大人 39 名）

省エネルギー月間講演会

「快適・安全なすまいのつくりかた

～ネットゼロエネルギー住宅（ZEH）の現状と課題」

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
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エネルギー消費量の削減
は光熱費の削減につながり
「お得」であること、生活
の見直しは各自のスタイル
に合わせて行うことなど、
家庭でできる省エネの実
践方法を統計結果ととも
に教えていただきました。

令和元年度からの新規事
業。初回は、国営昭和記
念公園にて、五感を使っ
て楽しみながら地 球や自
然の大切さを学ぶ野外講
座を実施。地球の歴史を
460m の道でたどり、生物
の進化を振り返りました。

事業者向け講習会

区内の事業者が省エネルギー・省資源につながる活動を行うことで、温室効果ガス排出削減
に加えて、必要経費の削減・CSR（企業の社会的責任）活動への寄与など、様々な恩恵が発生
します。
ねり☆エコでは事業者向け講習会をこれまで８回開催し、産業団体や業界団体、参加を希望
される事業所の方を対象に、省エネ・省資源の取り組み方やメリット、補助・助成金制度、相談
窓口などについて情報を提供してきました。
事業者が組織として地球温暖化対策に取り組むことで、継続的な温室効果ガス排出抑制が
進んでいくと考えています。

平成22年度

平成23年度

エコで儲ける環境セミナー

節電・エコドライブ講習会

日時：3 月 3 日（木）
講師：常慶隆一
（東京都地球温暖化
防止活動推進センター）
参加者：27 名

日時：7 月 12 日（火）
講師：笹岡源蔵
（東京都地球温暖化防止活動推進センター）
遠藤啓二
（社団法人東京都トラック協会）
参加者：43 名

平成24年度

平成25年度

節電・エコドライブ講習会

事業者向け施設見学会

日時：7 月 19 日（木）
講師：酒井隆
（一般財団法人関東電気保安協会）
遠藤啓二（社団法人東京都トラック協会）
参加者：51 名

日時：7 月 18 日（木）
見学施設：東京ガス株式会社扇島工場（高効率発電所）
かわさきエコ暮らしみらい館（太陽光発電）
三栄レギュレーター東京工場（牛乳パックリサイクル）
参加者：33 名

平成26年度

平成28年度

クールビズスタイル今年の提案

空調設備の最新動向と運用改善

日時：7 月 15 日（火）
講師：市東信二（株式会社 AOKI）
湯浅徹（東京日野自動車株式会社）
参加者：37 名

日時：7 月 22 日（金）
講師：高橋聡（ダイキン工業株式会社）他
内容：ショールーム展示見学、講習会
『おとなの自由研究 エアコンの仕組み、
構造、豆知識』
参加者：24 名

エコドライブのすすめ

平成29年度

令和元年度

東京都の省エネ施策

東京都の省エネ施策

日時：3 月 27 日（火）
講師：村瀬光一
（東京都地球温暖化防止活動推進センター）
参加者：38 名

日時：７月 18 日（木）
講師：北澤嶺
（東京都地球温暖化防止活動推進センター）
参加者：約100名
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